
洋風便器 新設
記号変更無し、名称のみ変更
廃止

2014年

名称 JIS記号 改正 名称 JIS記号

洋風洗落とし便器 C710 名称変更 洗浄弁式床置床排水洗落とし一般形便器 C710

洋風床上排水洗落とし便器 C730 名称変更 洗浄弁式床置壁排水洗落とし一般形便器 C730

洋風サイホン便器 C910 名称変更 洗浄弁式床置床排水サイホン一般形便器 C910

洋風タンク密結サイホン便器 C1210 名称変更 タンク式床置床排水サイホン一般形便器 C1210

洋風壁掛洗落とし便器 C1610 廃止 ━ ━

洋風壁掛サイホン便器 C1810 廃止 ━ ━

幼児用洋風洗落とし便器 C760 名称変更 幼児用一般形便器 C760

洋風タンク密結洗落とし便器 C1200 名称変更 タンク式床置床排水洗落とし一般形便器 C1200
身体障がい者用洋風サイホン便器
（主として手動車いす使用者用）

C1111 名称変更 高座面一般形便器 C1111

洋風洗落とし節水Ⅰ形便器 C710R 名称変更 洗浄弁式床置床排水洗落とし節水Ⅰ形便器 C710R

洋風床上排水洗落とし節水Ⅰ形便器 C730R 名称変更 洗浄弁式床置壁排水洗落とし節水Ⅰ形便器 C730R

幼児用洋風洗落とし節水Ⅰ形便器 C760R 名称変更 幼児用節水Ⅰ形便器 C760R

洋風サイホン節水Ⅰ形便器 C910R 名称変更 洗浄弁式床置床排水サイホン節水Ⅰ形便器 C910R

洋風タンク密結洗落とし節水Ⅰ形便器 C1200R 名称変更 タンク式床置床排水洗落とし節水Ⅰ形便器 C1200R

洋風タンク密結床上排水洗落とし節水Ⅰ形便器 C1201R 名称変更 タンク式床置壁排水洗落とし節水Ⅰ形便器 C1201R

洋風タンク密結サイホン節水Ⅰ形便器 C1210R 名称変更 タンク式床置床排水サイホン節水Ⅰ形便器 C1210R

洋風タンク密結洗落とし節水Ⅱ形便器 C1200S 名称変更 タンク式床置床排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C1200S

洋風タンク密結床上排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C1201S 名称変更 タンク式床置壁排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C1201S

洋風タンク密結サイホン節水Ⅱ形便器 C1210S 名称変更 タンク式床置床排水サイホン節水Ⅱ形便器 C1210S

洋風タンク密結床上排水サイホン節水Ⅱ形便器 C1211S 名称変更 タンク式床置壁排水サイホン節水Ⅱ形便器 C1211S

洋風洗落とし節水Ⅱ形便器（機械式） C710S（C710SM） ※１ 洗浄弁式床置床排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C710S

専用洗浄弁式床置床排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C610S

機械式専用洗浄弁式床置床排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C610SM

洋風床上排水洗落とし節水Ⅱ形便器（機械式） C730S（C730SM） ※１ 洗浄弁式床置壁排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C730S

専用洗浄弁式床置壁排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C630S

機械式専用洗浄弁式床置壁排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C630SM

洋風サイホン節水Ⅱ形便器 C910S ※１ 洗浄弁式床置床排水サイホン節水Ⅱ形便器 C910S

専用洗浄弁式床置床排水サイホン節水Ⅱ形便器 C810S

洋風床上排水サイホン節水Ⅱ形便器 C930S ※２ ━ ━

専用洗浄弁式床置壁排水サイホン節水Ⅱ形便器 C830S

━ ━ 新設 高座面節水Ⅰ形便器 C1111R

━ ━ 新設 洗浄弁式壁掛壁排水サイホン節水Ⅰ形便器 C1810R

━ ━ 新設 幼児用節水Ⅱ形便器 C760S

━ ━ 新設 高座面節水Ⅱ形便器 C1111S

━ ━ 新設 洗浄弁式壁掛壁排水洗落とし節水Ⅱ形便器 C1610S

※１:洗浄弁式と専用洗浄弁式に区分を独立されました。
※２:洗浄弁式はなくなり、専用洗浄弁式のみとなりました。

和風便器 廃止

2014年

名称 JIS記号 改正

和風洗出し大便器 C310 廃止

和風洗出し両用便器 C410 廃止

和風洗出し床上給水大便器 C311 廃止

和風洗出し床上給水両用便器 C411 廃止

幼児用和風洗出し大便器 C360 廃止

和風洗出し節水Ⅰ形大便器 C310R 廃止

和風洗出し床上給水節水Ⅰ形大便器 C311R 廃止

和風洗出し床上給水両用節水Ⅰ形便器 C411R 廃止

幼児用和風洗出し節水Ⅰ形便器 C360R 廃止

タンク 廃止

2014年

名称 JIS記号 改正

洗浄用平付ロータンク　有効水量　13Ｌ T113 廃止

洗浄用平付ロータンク　有効水量　11Ｌ T111 廃止

洗浄用平付ロータンク　有効水量　8Ｌ T108 廃止

洗浄用隅付ロータンク　有効水量　13Ｌ T513 廃止

洗浄用隅付ロータンク　有効水量　11Ｌ T511 廃止

洗浄用隅付ロータンク　有効水量　8Ｌ T508 廃止

2011年

2011年

2011年

※改正公示日から12か月の間は，工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマーク表示認証において，
  JIS A 5207:2011によることができる、とあり、切替にあたっては猶予期間が設けられています。従いまして、
  各メーカーの新旧JIS品の在庫状況により現場で混在する可能性があります。

新旧記号比較表（１）



小便器 新設
統合
廃止

2014年

名称 JIS記号 改正 名称 JIS記号

壁掛小便器　 U220 廃止 ━ ━

ストール小便器　小　※１ U330R 廃止 ━ ━

トラップ付ストール小便器　小 U331R

トラップ着脱式ストール小便器　小 U332R

壁掛ストール小便器　大 U410R

トラップ着脱式壁掛ストール小便器　大 U412R

壁掛ストール小便器　小 U420R

トラップ着脱式壁掛ストール小便器　小 U422R

ストール小便器　大　※１ U320R 廃止 ━ ━

トラップ付ストール小便器　大 U321R

トラップ着脱式ストール小便器　大 U322R

━ ━ 新設 専用洗浄弁式床置小便器　大 U610

━ ━ 新設 専用洗浄弁式壁掛小便器　大 U620

※１：トラップを内蔵していない小便器が廃止されました。

洗面器 廃止
記号変更無し、名称のみ変更

2014年

名称 JIS記号 改正 名称 JIS記号

隅付洗面器 L910 廃止 ━ ━

身体障がい者用平付バック無そで無洗面器
（主として車いす使用者用）

L511 名称変更
身体障がい者用洗面器
（主として車いす使用者用）

L511

平付洗面器　大 L410 名称変更 一般洗面器　大 L410

平付洗面器　小 L420 名称変更 一般洗面器　小 L420

手洗器 廃止
記号変更無し、名称のみ変更

2014年

名称 JIS記号 改正 名称 JIS記号

平付手洗器　大 L710 名称変更 一般手洗器　大 L710

平付手洗器　小 L730 名称変更 一般手洗器　小 L730

隅付手洗器　大　 L810 廃止 ━ ━

隅付手洗器　小　 L820 廃止 ━ ━

流し

2014年

名称 JIS記号 改正 名称 JIS記号

バックなし掃除用流し S110 変更無し バックなし掃除用流し S110

バック付き掃除用流し S210 変更無し バック付き掃除用流し S210

新旧記号比較表（２）

洗浄弁式壁掛小便器　小

洗浄弁式壁掛小便器　大

洗浄弁式床置小便器　小

統合 U510洗浄弁式床置小便器　大

2011年

2011年

2011年

2011年

統合 U511

統合 U520

統合 U521
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